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国立公園の入山料を容認する社会へ

事務局便り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～富士山と尾瀬から見える入山者の意識変化～
理事長
富士山が６月２６日に国連教育科学文化機関
（ユネスコ）の諮問機関である「国際記念物遺跡
会議」（イコモス）により文化遺産として登録さ
れた。登録名称は「富士山―信仰の対象と芸術の
源泉」である。その構成資産は山頂の信仰遺跡群
など２５件に及ぶ。
今回は、富士山の入山料徴収による登山者の動
向と尾瀬国立公園におけるアンケート調査による
入山者の意識について考えてみたい。

永島 勲

下山する登山者 3,261 人へのアンケートでは、
入山料導入に 78.7％が賛成。協力できる金額で一
番多かったのは 1,000 円～2,000 円未満の４４.
６％で、次に 3,000 円～5,000 円が１４.４％だっ
た。このアンケート結果や新聞報道等から「国民
の中に環境保全や自然保護の考えが浸透し、一定
程度定着しつつある」ことが分かる。

尾瀬の入山料徴収に９割以上が賛成
尾瀬では１９９０年、環境省が入山料構想を断
念した歴史がある。その理由は、内閣法制局の「土
地所有権なき徴収は不可能」との見解によるもの
である。尾瀬公立公園の土地（37,200ｈａ）所有
は、国有地（大半が林野庁）が５４.９％、私有地
（大半が東京電力）が４４.９％である。
８月の内閣府の世論調査（２０歳以上の男女
3,000 人を対象に個別面接方式で実施）では、国
立公園内の登山道やトイレなどの施設整備費を利
用者が負担することに理解を示す人が７５.２％
に上っている。この調査からも「国立公園の環境
保全のため、利用者自身が応分の負担をすべきだ
との意識（受益者負担）が広まっている」と読み
取れる。その入園料の金額も 100 円超～500 円ま
でが４３.４％で最多、次に 1,000 円までが３８.
１％だった。
当会が１０月１９日に鳩待峠で実施した尾瀬入
山料（自然保護協力金）アンケートでは、調査に
協力をいただいた７０名の入山者の９５.７％が
入山料に賛成した。その金額は多い順に 1,000 円
までが４３.２％、500 円までが４０.３％、2,000
円までが８.９％だった。また、
「使途を明確に」、
「駐車料金やバス代も考慮した金額に」等の意見
も寄せられた。一方、反対者からは「行政側（国
や県）がやるべきだ」という意見があった。
入山者からは自然保護に積極的に協力しようと
する熱い思いが伝わってきた。日本ではこれまで
『自然はタダ』という考えが強かったが、富士山
と尾瀬のアンケートからは『山岳自然公園の利用
時には、自然保護に応分の負担をする意識が醸成
された社会になってきた』と強く感じた。

なぜ入山料が必要か
地元の山梨・静岡両県は当初「自然遺産」とし
ての登録を目指したが、ゴミ問題や山麓の開発問
題等で断念した経緯がある。
イコモスは、登録にあたり構成資産の利用方法
と保全手法、夏に集中する登山者の管理など６項
目に対し、３年後に保全状況報告の要請をした。
富士山の登山者数は、尾瀬国立公園とほぼ同じ
で年間３２万人余りである。登山者は７月・８月
の２ヶ月間に集中し、オーバーユースに起因する
ゴミやトイレ問題をはじめ登山道の踏み荒しや事
故など様々な課題を内包し、富士山の自然を破壊
しかねない状況にある。
今年の入山料は環境保全や安全対策の名目で、
任意の「富士山保全協力金」として７月２５日か
ら８月３日の１０日間、一人 1,000 円を目安に試
験的に導入された。
入山料徴収には地元自治体の財政事情も絡んで
いると思われるが、登山者の意識変化を捉えて、
文化遺産登録を契機にイコモスから勧告された課
題解決に登山者の協力を仰ぐ、巧みな戦略が見え
てくる。また、入山料の金額によっては副次的に
登山者数抑制の効果もある。
富士山の入山料は環境保全や登山者の安全確保
等に使われるが、具体的には決まっていない。

富士山の入山料は８割が容認
今夏の富士山保全協力金（入山料）は１０日間
で３万４千人以上の登山者が協力し、徴収金額は
3,412 万円であった。団体客以外はほとんどが支
払い、非常に協力的であったという。
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―静けさを求めて

2 回目の渋沢大滝―

トチの実がゴロゴロと落ちているコースを約 1

福島側での秋季研修会

時間かけて、目的地である渋沢大滝に到着。間近

副理事長 磯部 義孝

で見上げる滝の大きさは、固唾をのむほどです。

9 月 27～28 日に福島県側で秋の研修が、裏燧の

尾瀬には素晴らしい滝はいくつもあります。しか

渋沢温泉で開催されました。

し、これほどまでに近づける滝があるだろうか、

好天に恵まれ絶好の尾瀬日和でした。前回の

また訪れたくなる滝の一つです。

2005 年 9 月に引き続き、新しい仲間の声に応え 2
回目の実施となりました。
参加者は永島理事長をはじめとする指導員と会
員、一般参加者も含め総勢 14 名。予定では御池口
から入山、ウサギ田代分岐そして渋沢ルートを下
る計画でした。
しかし先の台風 18 号による大雨の影響で登山
道に崩壊箇所があり、危険と判断をしました。や
むなく迂回して、三条の滝分岐までの長帳場を楽
しむことになりました。

草もみじは色があせて、木々の紅葉も今ひとつ

計画では当日に渋沢大滝を見学し、渋沢温泉小

というより、いま三つくらいではありましたがラ

屋に宿泊のはずが、裏燧の全コースを楽しんだ分

クダのオブジェ（注）は今年も元気でした。尾瀬

だけ時間切れ。小屋到着が 4 時過ぎとなり、滝の

のネズコの大木群は裏燧が一番だろう、また静か

見学は翌日にお預けとなりました。また前回は楽

な尾瀬を楽しむには、やはり燧裏コースが一番だ

しんだ露天風呂は、今年の大雨の影響により泥で

ろうと思います。今回の宿も私たち以外には、3

濁ってしまい、楽しみの一つが減ってしまいまし

人組みのグループが来ていただけでした。

た。

『収穫』。何と言っても会員拡大ができたことが、

後は飲むだけです。二次会での尾瀬談義はお酒

何よりの収穫と思います。永島理事長がお誘いし

が入るととても面白い。これも研修の楽しみの一

て参加された理事長の奥様が、当ネットワークの

つです。

活動にご賛同の上、入会をされたり、本年のアカ

二日目早朝に、今回の目玉ともいえる渋沢大滝

デミー受講者にも顔を出してもらいました。参加

を全員で目指しました。先の豪雨の影響なのか、

者各位に、心より御礼申し上げます。

渋沢川の水かさが増大していました。また橋がな

（注）雪圧に耐えるため樹形を変形させるダケカンバの幹。

いため周囲の石などを並べ道作り。全員無事に渡

あたかもラクダの背のこぶのように見える。燧裏コースに

渉ができました。

ある自然が造った芸術品のオブジェを指す（写真下参照）

石橋を叩きながら、安全第一の渡渉
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ーと残していきたい、伝えていきたいその魅力。

■新指導員紹介

経験豊富な皆さんから、学びながらお手伝いをし

2013 年夏、秋の尾瀬アカデミー（養成講座）終了後、新

ていきたいと強く感じた研修でした。ありがとうござ

指導員になられた方々です。よろしくお願いします。

いました。来年が楽しみだ!

①

⑥

宮前 和夫さん（群馬県/富岡市在住）

工藤

篤さん（山形県/山形市在住）

平成元年 11 月、尾瀬自然保護指導員として「尾瀬

“そば”と言えば“会津”、
“自然保護”と言えば、
“尾

の自然を守る会」に加わった時から、25 年が経ち、今

瀬”、保護活動のメッカに関われることを喜びとし、

年から、尾瀨アカデミーの受講をスタートに、再び尾

更に研鑽を積みながら、ネットワーク活動に少しでも

瀬に関わることを始めた私に対し、その後の自然保護

貢献できればと思います。

の現状を、その目でしっかり見つめて直して欲しいと、

⑦

訴えているような気がしました。

佐藤

秀雄さん（栃木県/佐野市在住）

尾瀬が好きで参加しました。指導員の磯部さん、初

櫻井 博さん（群馬県/沼田市在住）

➁

谷さん、円谷さんをはじめとするネットワークの皆さ

美しい尾瀬を後世に伝え残すことは、我々の努めで

ん、そして受講生の仲間。多彩な顔ぶれに出会い、大

あると思う。ライフワークとして自分自身も楽しみな

いに啓発されました。

がら、この自然を守って行きたいと思っています。

⑧
③

刀（とう）光夫さん（栃木県/宇都宮市在住）

金成

政行さん（福島県/いわき市在住）

今回、尾瀬インタープリター養成講座の企画に参加

－「尾瀬インタープリター養成講座」を受講して－

することができました。夏と秋の尾瀬を体験する研修

過去の養成講座において、指導員として、またガイ

で先輩指導員の皆様の添乗解説や要所での説明を伺

ド等の講習を受けた際、資質、見識の具合、案内する

い理解を深めました。幸い同じメンバーで集まれたこ

側の対応の仕方など窮屈な感じを受けたが、今回の講

とも同期の仲間がいるようで、山での経験が少ない私

座で、自然に接することの楽しさ、嬉しいことなど、

には頼もしく思われました。

再認識した。尾瀬の色々な事象を知る方法は、尾瀬に

今後は、永島理事長様の講話を思い返し、尾瀬自然

多く行くことが一番の効果があると思う。

保護指導員としての役割を確認しながら精進いたし

会の活動を通して更なる自分の得意分野を広げて

ます。お世話になりました。ありがとうございます。

活かされればと思っています。大変有り難うございま
した。

⑨

④

「尾瀬インタープリター養成講座」を受講して、改め

宮内 栄子さん（群馬県/川場村在住）

沼田生まれの私ですが、登山に興味をもって育った

鍋山

智之さん（福島県/郡山市在住）

て自然保護の重要性を認識しました。

訳ではありません。小 6 の夏、初めて尾瀬に入り、以

微力でありますが、尾瀬をはじめとして自然保護活

来大勢の登山客で賑わう別天地に関心を持ってきま

動を広く進めて行こうと考えております。

した。今回尾瀬自然保護ネットワークに関われたこと

⑩

を機に、研修と社会貢献に努めていきたいと思ってい
ます。よろしくお願いします。

小針

義徳さん（福島県/中島村在住）

今回のアカデミー研修に参加させて頂きまして、あ
りがとうございました。理事長および会員の努力と苦

⑤

飯沼 巳好さん（埼玉県/さいたま市在住）

労がほんのちょっと分かったような気がしました。

たくさんの人が「尾瀬」に惹かれて訪れる魅力って

初めてのんびりのトレッキングも大変良かったで

何だろう?訪れる人それぞれの心に残る美しい自然と

す。足手まといにならない程度に、ご協力させて頂き

青春の思い出の風景、何年、何十年たって「また来た

ます。

よ!」という期待をけっして裏切らない「尾瀬」。 ず
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＜研修コース＞
■群馬側-第 1 回尾瀬アカデミー（指導員養成講座）
2013/7/13-7/14
13 日：鳩待峠→山ノ鼻→研究見本園→至仏山→ビジ
ターＣ→鳩待峠→プチホテルアップル（座学）
（泊）
14 日：鳩待峠→尾瀬ヶ原（牛首/下ノ堀川）→山の
鼻→鳩待峠（散会）
■群馬側-第 2 回尾瀬アカデミー（指導員養成講座）
2013/10/12-13
12 日：大清水→三平下（A/B コース合流）→沼尻（ゴ
ミ捨て場見学）→尾瀬沼ヒュッテ（泊）
13 日：講話・閉講式→元長蔵小屋裏岸辺→ビジター
Ｃ/スライド研修→大江湿原→三本カラマツ→ヤナ
ギランの丘（平野長蔵氏墓）→三平下→（取水トン
ネル）一之瀬→大清水（解散）

＜研修コース＞
■福島側-第 1 回尾瀬アカデミー（指導員養成講座）
2013/7/20-7/21
20 日：ブナの森ミュージアム見学→御池→沼山峠（バ
ス添乗解説見学）→大江湿原→尾瀬沼→三平下→ 取
水口→尾瀬沼南岸中間まで→ビジターＣ/スライド研
修→尾瀬沼ヒュッテ泊（座学）
21 日：南岸コース→沼尻→白砂湿原→見晴→尾瀬ヶ原
→東電分岐→赤田代→段吉街道→燧裏林道→御池着
■福島側-第 2 回尾瀬アカデミー（指導員養成講座）
2013/10/12-13
12 日：スモウトリ田代→御池（バス添乗解説見学）→
三平下（A/B コース合流）→ 取水口→尾瀬沼南岸→沼
尻（ゴミ捨て場見学）→尾瀬沼ヒュッテ泊（座学）
13 日：講話・閉講式→元長蔵小屋裏湖岸→ビジターＣ
/スライド研修→大江湿原→三本カラマツ→ヤナギラ
ンの丘（平野長蔵氏墓）→沼山峠→御池（解散）

4

NPO 法人尾瀬自然保護ネットワーク
（4） 笠ヶ岳山腹全体ではニッコウキスゲ、コバイ

■ 笠ヶ岳植生調査（自然観察会）
群馬県側担当理事

清水

ケイソウ、ウメバチソウ、キンロバイなどが

博之

開花の最盛期であった。

日時：2013/08/10（土）10：00～12：00

（5） 笠ヶ岳は、ベニヒカゲ（チョウ）の生息地と

天候：曇りのち晴れ

して保護地区に指定されている。今回はこの

調査地点：笠ヶ岳東肩/標高 2000ｍ（No.1 調査地点）

ベニヒカゲ、キベリタテハの飛翔が観られた。

小笠ヶ岳南面/標高 1950ｍ（No.2 調査地点）

調査参加者（6 名）

調査方法：コドラート法

伊藤アケミ、大山昌克、清水博之、坂本敏子、永島 勲、

（1ｍ2 の枠内の植物種とその数量計測）

宮前和夫

調査概要

Ｎｏ.1笠ヶ岳東肩（標高2000ｍ）
数量
植物名
2013/8/10 2011/8/6
イワカガミ
87
113
シブツノガリヤス
118
94
イワイチョウ
60
88
チングルマ
4
60
キンコウカ
3
35
ヒメシャクナゲ
8
31
タテヤマリンドウ
80
17
ハクサンイチゲ
15
17
ササ
24
11
ニッコウキスゲ
4
5
ウラジロヨウラク
4
エゾシオガマ
3
ネバリノギラン
3
オノエラン
2
タカネシオガマ
2
ヨツバシオガマ
1
ハナニガナ
1
コメツツジ
1
ハイマツ
1
モウセンゴケ
62
ミツバオウレン
27
ツゲ
10
イワショウブ
6
コゴメグサ
14
コバイケイソウ
1
ノギラン
2
計
525
489

（1） 笠ヶ岳は至仏山と類似した自然環境にあり、
蛇紋岩や花崗岩地に適応する高山植物が豊富
である。近年登山者の増加傾向からその生息
環境への影響が懸念される。2010 年（平成 22
年）から笠ヶ岳周辺の植生調査を実施。2011
年（平成 23 年）からは植生の開花時期に隔年、
2 定点調査を行い今回は第 2 回目。また温暖化
等の影響の有無について観察調査を継続する。

Ｎｏ.2小笠ヶ岳南面（標高1950ｍ）
数量
植物名
2013/8/10 2011/8/6
イワカガミ
148
140
シブツノガリヤス
32
139
チングルマ
76
57
ハナニガナ
18
40
モウセンゴケ
85
32
タテヤマリンドウ
17
31
イワショウブ
39
25
ササ
18
18
ヒメシャクナゲ
16
4
ジョウシュウオニアザミ
2
コメツツジ
1
2
コメツガ
1
2
ホソバツメクサ
3
計
454
492

調査活動風景（2013/08/10）

（2） 前回調査（2011 年 8 月 6 日）に比べ全体的に
は種数、数量とも大きな変化は確認されてい
ない。No.1 調査地点では、26 種/ｍ2、
No.2 調査地点でも 13 種/ｍ2 と豊富な種数であ
り、数量では両地点とも 450～500 に及んでい
る。No.1 調査地点の種数は、前回とほぼ変わ
らぬ結果である。
（3） 数量で多い植生はイワカガミ、シブツノガリ
ヤスなどであり、また湿原に多いとされる「モ
ウセンゴケ」は No.2 調査地点では全体の 2 割

★前号に引き続き、マロニエ医療福祉専門学校・医療

近くを占め、標高 2000ｍ級の高山に多く生息

学部で教鞭をとられている岡田指導員よりご寄稿い

していたことに意外感があった。

ただきました
5
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■登山の効果とは？

とでストレスが軽減され、病も回復していくことが実

（登山が与える人体への影響）
指導員

証されています。
岡田 岳

次に、登山や森林浴をすることで、人体に与える影

私はリハビリ士（作業療法士）ですが、高血圧症な

響とその効果についてまとめてみました。

どの生活習慣病の治療や心の病（うつ病など）の治療

＜森林医学による実証済みの効果＞

で、ウォーキングや登山を活用することがあります。

・ストレスホルモン（コルチゾール）が減少する

今回は登山やウォーキングの効果を中心に報告い

・副交感神経活動が高まる

たします。

・収縮期・拡張期血圧、脈拍数が低下する

登山はいくつかの影響を私たちに与えています。大

・心理的に緊張が緩和する

きく分けて「身体面（生理学的）」と「精神面」の２

・NK 細胞活性が高まり免疫力が上がる

つの影響を及ぼします。まずは、身体的側面の影響と

・抗がんタンパク質が増加する

して、登山は変化に富んだ自然フィールドの中で、自

・体脂肪及び体重が減少する

由な動機と想像力を持ち個々の体力経験、技術に応じ

・HDL（善玉）コレステロールが増加す

た活動を選択することができます。登山の基本動作と

・総コレステロールが減少する

は、歩行を中心とした長時間の有酸素運動であり、歩

・中性脂肪が減少する

行を行うことで身体的に全身持久力、筋力、バランス

・動脈硬化指数が減少する

の向上が見られます。一方で、運動強度や基礎体力、

などです。

筋力によって違いが出てきますが、登山活動は、持久

簡潔にまとめてしまいましたが、気になる人は参考

力、筋力、調節力及び物理的・生理的・精神的ストレ

となる文献を、下記に記載しておきます。

ス耐性が必要になり、調整力の平衡性が低下すること
で登山における転倒や滑落の危険性が高まったり、歩
●参考文献

行時の主動作筋である大腿四頭筋、腹筋、背筋の低下
は腰痛、膝関節痛、筋肉痛の原因になります。これら

登山の運動生理学：山本正嘉著（東京新聞/2013）

の機能低下は登山で身体が疲労を感じることで起き

森林医学：森本兼曩他編，
（朝倉書店/2006）

てきます。無理をしないような、余裕を持った計画が

森林浴はなぜ体にいいか：宮崎良文著

大切だという事が分りますよね。

（文春新書/2003）
※「尾瀬の自然」は紙面の都合上お休みします
■尾瀬のミニカレンダー

精神的側面として、登山を通して汗をかくことによ

日付

2013 後半の尾瀬の動き

2013/10/01

戸倉/丸沼でのニホンジカ捕獲

って爽快感を得ることや、身体を鍛えることによって

＜わな/銃＞2013/10/1～2014/1/15

健康に自信を持つことができ、森林という普段とは違

2013/10/12-13

福島側活動最終回

った自然環境にじっくり浸かることで、自分の人生観

2013/10/12-13

第 2 回尾瀬アカデミー（福島/群馬合同）

を見直し、多少の精神的ストレスにも打ち勝っていけ

2013/10/19

群馬側活動最終回

るような適応力を強める効果があります。そして、そ

2013/10/26

山小屋宿泊最終

の効果により、多くのストレスに見舞われても、それ

2013/10/31

ビジターセンター業務終了

を受け止め前向きな姿勢で打開しようという気持ち

2013/11/09

2013 年度

になれます。人は、このポジティブな思考によって多

2013/11/14

鳩待峠-津奈木間

少のストレスにも立ち向かい、明るく遂行できるよう

2014/01/26

予）2013 年度

2014/04/12

予）NPO 法人-尾瀬自然保護ネットワー

になります。
前回の会報でも報告させていただきましたが、スト

ク

レスに関連のある病も、ウォーキングや登山をするこ
6

第 1 回理事会
冬季通行止め

第 2 回理事会

定時総会（2014 年度）

NPO 法人尾瀬自然保護ネットワーク
平道路際では確認）。

○尾瀬の外来種調査（2013）
―山小屋周辺は“外来種の見本園”―
理事

大山 昌克

■「駆除すべき指定外来種」発表される
2013 年 8 月末、尾瀬国立公園がスタートして 6 年目
で、初めて管理計画書（全文 84 ページ）が公表され
ました。管理計画書とは、国立公園ごとに管理業務の
計画的遂行のため、地方環境事務所長が定める管理方
針書です。国立公園の風致景観の保護や利用の方針、
適正な公園利用の推進に関する事項、公園事業及び行
為許可等の取扱いに関する事項などが含まれ公表さ

エゾノギシギシの大株（山の鼻ビジターＣ前）

2013/10/19

れるものです。

〇尾瀬国立公園「入山料」アンケート
調査報告

尾瀬が日光国立公園より独り立ちしたときには、管
理方針が定まっておらず、新規に組み入れた会津駒ヶ
岳、田代山などにとっては、初めての保護の方針とな
ります。本文中に「駆除すべき指定外来種」は 46 種

理事長

永島 勲

1.調査日時；２０１３年（平成 25 年）１０月１９日（土）

が指定公表されていますが、調べたところ、このリス
トは 12 年前に日光国立公園当時に作成されたリスト

ＡＭ７：００～１０：１０

をそのままコピーしたものでした。外来生物法（平成

2.調査場所；鳩待峠

16 年）ができる前の「リストコピー」ですので、要注

3.天候；曇り、気温 3℃

意外来種に指定されているコカナダモやオランダガ

3.調査対象者；尾瀬の入山者７０人

ラシは含まれていません。

（男性４１人、女性２９人）

■外来種確認調査

4.調査担当者；大山昌克、坂本敏子、永島勲、宮前和

地点：鳩待峠、山の鼻、御池駐車場、竜宮、東電小屋、

夫

渋沢温泉小屋、大清水、見晴、元湯山荘、

5.方式：個別面接調査

沼山峠バス停等、人や物の移動の多い箇所周辺

質問票１．尾瀬入山料（自然保護協力金）の賛否

■調査結果（調査最終：2013/10/19）

調査項目

①尾瀬国立公園が指定した「駆除すべき指定外来種」
は、調査したすべての地点で侵入が確認された。
②特に山の鼻のビジターセンター周辺、3 軒ある山小

件数
（人）

割

合（％）

入山料に賛成

６７

９５．７１

入山料に反対

３

４．２９

屋周辺は、特別保護地区にもかかわらず、おびただ
しい外来種の放置、侵入が著しい。
③オオバコ、エゾノシギシギは、大半の調査地点で侵

備

考

男性４０
女性２７
男性１
女性２

＜反対の理由＞

入を確認した。

・国がやるべきである

④環境省指定の要注意外来種である「オランダガラシ」
は放置をした結果、湿原奥深くまで侵入。大き

（６０代・女性、入山回数５～９回）
・駐車料金があるので

な株状態の成長を確認（山の鼻・元湯山荘周辺）。

（３０代・女性、入山回数５～９回）

⑤管理計画書には、「外来種の駆除」を優先的に実施

・昔も今も尾瀬の自然は変わっていない、現状維持で

と記載したにもかかわらず、実行された形跡はない。
⑥特定外来生物である「オオハンゴンソウ」の特別保

良い
（５０代・男性、入山回数１０回以上）

護区域内の確認はなく、未だ侵入はない模様（小沢
7
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質問票２．入山料の金額（ご自身が支払う前提で）
調査項目
（入山料）

人数

割

合

（％）

・「尾瀬を守る会」報告
・会計中間報告、次年度活動計画、会報/ＨＰ状況な

備 考

どが議論されました。なお次回理事会は 2014/01/26、
定時総会は 2014/04/12 予定となりました。

男性１４

２７

４０．３０

１，０００円まで

２９

４３．２９

２，０００円まで

６

８．９６

３，０００円まで

１

１．４９

50 代男性１

況の写真を投稿しております。会員限定のコーナ

５，０００円まで

１

１．４９

60 代男性１

ーであり、気に入った写真はダウンロードも可能

１０，０００円まで

１

１．４９

20 代女性１

2

２．９８

６７

１００

５００円まで

女性１３

② 皆さんのご自宅の“パソコンメールアドレス”を

男性１７

教えてください。事務局まで「カラ・メール」を

女性１２

お送りいただければ登録いたします。メールにて
ご案内等を送信いたします。

男性５

③ 当会のＨＰを是非ご覧ください。今年度の活動状

女性１

です。皆さんの「思い出写真」投稿をお待ちして

その他
（金額未記入）
合

計

います。

60 代男性１

④ 今年度の現地活動は無事終了しました。多くのご

50 代女性１

参加ありがとうございました。次年度も現地での
ご参加をお待ちしています。

男性４０
女性２７

編集後記
＜金額未記入者の理由＞

岡田岳指導員のメッセージには、「森の効

・「使途を明確」にした上で金額を決めてほしい。

用」が書かれていました。特にストレスの

（６０代・男性、入山回数１０回以上）

多い方には尾瀬は最高の所ですね。今年は

・駐車料金・バス代との関係で適当額を決めてほしい。

新しく 10 名の仲間が増えました。来年の
活動が楽しみです。

（５０代・女性、入山回数２～４回）
（補足説明）
今回の調査日はマイカー規制がない日だった。鳩待
峠の普通乗用車の駐車料金（暦日）は２,５００円。ま

NPO 法人

た、戸倉の駐車場の駐車料金（24 時間）は１,０００

尾瀬自然保護ネットワーク
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円であり、鳩待峠までの往復バス料金１,８００円を加

発 行 人：永島 勲

えると２,８００円となる。「入山料は、駐車場料金と

編集担当：大山 昌克

バス料金を含めて総合的に考えるべきだ。
」との意見

Ｗｅｂ担当：鈴木 誠一

が多く寄せられた。

■本部事務所（事務局）

また、賛成者の中にも「安い方が良い」や「家族で

〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町旭町 19 円谷方

５人ではバス代も結構かかる」という意見もあった。

電話/FAX 0248-94-5003
■群馬支部
〒370-0001 群馬県高崎市中尾町 762-16 清水方

事務局だより

電話

027-361-8055

Web: http://www.oze-net.com

① 11 月 9 日（土）理事会が東京で開かれました。

お問い合わせ：info@oze-net.com

（議案）今年度活動報告
入山指導、登山道調査、地球温暖化調査、外来種調
査、植生調査、尾瀬アカデミー、特別研修、自然観
察会等
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